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あなたの職場に
シルバー人材
派遣します！

※派遣法で禁止されている業務及び、高齢者にとって危険・有害な作業については派遣することはできません。

シニアのシニアの 経験
知識

活かせ!活かせ!

公益財団法人 いきいき埼玉
(埼玉県シルバー人材センター連合）
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短期間・短時間
に対応します
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責任感が強く
真面目です

3 シニア共働で
イメージ
アップ

4 採用コストを
削減できます

5

シルバー人材派遣5つのおすすめポイントシルバー人材派遣5つのおすすめポイント
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１ 「センス」はいったん忘れよう
　写真を苦手に感じている人がよく口にするのが
「センスがない」という言葉です。そして「やっ
ぱり高いカメラが必要じゃないか」「オススメのア
プリありますか」と続きます。「何をどう撮れば目
的が果たせるのか？」という視点が抜け落ちてい
るなら、専門的なカメラや面白アプリを使っても、
結果は大して変わりません。

のメーカーも同じような方向から撮られていたり
します。これだけ見て、詳しくない人が選ぶこと
ができるでしょうか。

２ 写真の役割はシンプル
　ビジネスにおける “ いい写真 ” とは、ただ美し
く撮られた写真のことではなく、目的を果たすこ
とに貢献している写真のこと。「興味を持たれるこ
と」「理解してもらうこと」「いい印象を持っても
らうこと」「選ばれること」。写真の目的はどの企
業もだいたいこの辺りで共通しているでしょう。

特 集

ビジネスで役立つ写真の撮り方　ビジネスで役立つ写真の撮り方　
～誰でも写真を発信できる時代に企業として何をどう撮るか～～誰でも写真を発信できる時代に企業として何をどう撮るか～

映画工房カルフのように映画工房カルフのように
オリカワ シュウイチオリカワ シュウイチ

３ カタログ写真は用意するけれど…
　例えば一眼レフカメラなど、カタログ写真はど

　主にカタログなどに用いられる写真を、私は「情
報写真」と呼んでいます。情報写真は、余計な情
報を排除して、ただきれいに表示することを目的
にしています。
　一方で、相手を動かす写真、相手から反応を期
待する写真を、私は「感情写真」と呼びます。
　感情写真はＳＮＳやブログなどに用いられるこ
とが多く、他と違う点を伝え、興味を持っていた
だくことを目的にしています。人を入れて撮るこ
とが多いのも特徴です。

アクセス埼玉 2022.12　特集



2

４ 相手に反応を求めるときは感情写真を撮る
　例えば展示会で配るパンフレットの写真、採用
活動のためにホームページに掲載する写真、問い
合わせを促すページの写真など、見た人に何らか
の反応を求めるときは、感情写真が適切だろうと
思います。次の２種類の写真があったらどうでし
ょうか。上は情報写真、下は感情写真の例です。

して」と言われた感じ。これが、「７人で入れる駅
近の焼き鳥屋さんを予約して」と言われれば探せ
ますね。
　目的の言語化は、誰でも理解できるような具体
的な表現であるべきです。例えば、「既存製品に比
べて小型化に成功したのを見せたい」なら、撮影
計画が立てやすいでしょう。

６ 写真の目的を言語化するステップ
　写真の目的を言語化するためには二つのステッ
プがあります。
①　写真の掲載場所を決める
②　そこでどんな写真が適切か考える

　写真をどこに掲載するかで、そのサイズ、目的
がある程度決まってきます。

５ 写真の目的を言語化する
　ビジネスで写真を活用するには「目的を言語化
する」といいでしょう。かつ、写真の言語化は、
指示を出す立場の方の仕事かなとも思います。
　ただ、その言語化表現が適切でないと話はやや
こしくなります。例えば「この写真から、弊社の
将来性を感じてほしい」「この写真を見て、採用に
応募してほしい」という表現では、どう撮ってい
いか分からない。まるで「どこかうまい店を予約

　こちらはホームページを簡略化したものですが、
最初に目に入る大きなトップのメイン写真（Ａ）
は、「何についてのページなのか理解してもらう」
「見るべき人、レベルなどが分かる」というもの
がいいでしょう。

写真（Ａ）の例

アクセス埼玉 2022.12　特集
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10 構図の基本を知る
　構図というのは、どこから撮るか？　という、
カメラと対象の位置関係のことです。

◎�雰囲気や様子を伝えるには、少し離れて画面い
っぱいに対象全体を撮る

７ キラーポイントを探せ
　どんな写真が欲しいかが言語化できた後、それ
をどう撮ればいいのでしょうか。
　ここで重要になるのが「キラーポイント」です。
キラーポイントは、シズル感と置き換えてもいい
でしょう。ハンバーグにナイフを入れた途端、ジ
ュワーっと肉汁が垂れる感じ。真夏にキンキンに
冷えたビールのジョッキからツー・・・と滴が垂
れる感じ。人の気持ちがぐっとつかまれるポイン
トのことです。
　皆さんの会社、製品、サービスのキラーポイン
トは何か。既存のお客様は何にひかれて購入・契
約しているのか。これが、写真を撮るのにとても
大切になります。「他にない特徴的な機能」がある
なら、それをどう撮れば伝わるかを考える。また、
「ただいいものを届けたい」という気持ちが強け
れば、撮るのは製品そのものではなく、つくる人
たちかもしれません。

　一方、写真（Ｂ）は機能や特長など、少し具体
的な情報に触れるといいですね。ただし、表示ス
ペースが小さいため、余計な情報をそぎ落とし、
シンプルで分かりやすいものが適切でしょう。

写真（Ｂ）の例

８ 感じてほしいキーワードは羅針盤になる
　写真を見る人に感じてほしいことを、まとめて
おくと役に立ちます。例えば、講師としての私は、
連想してもらいたい分野は「映画・動画・写真・
イラスト」。そして、感じてほしいことは「ユー
モア・誠実・信頼・自由・冒険」。写真を撮るとき
はもちろん、まさにこの原稿を書くときも、自分
の頭の中の羅針盤として使うキーワードたちです
（いかがでしょうか？）。

９ スマートフォンでできる撮影方法
　ここまで言語化ができ、撮る目的が明確になれ
ば、スマートフォンでも十分に“いい写真”が狙
えます。
　ここからは、多くのスマートフォンに共通する
機能を使った、具体的な撮り方のテクニックに移
りたいと思います。
　大事なことはスマートフォンの機能やアプリの
効果ではなく、「こう撮るとこう見える」という、
撮り方と結果の因果関係を知ることです。

◎対象物をアップで撮ると、視点を集められる

アクセス埼玉 2022.12　特集
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11 残念な写真の改善テクニック
　残念な写真は、知識で避けることができます。

×同じ姿勢で撮らない
　突っ立ったまま撮るのではなく、ちょっと視点
を変えるだけで写真は生まれ変わります。

×ごちゃごちゃ写真を撮らない
　１枚の写真のポイントは、一つに絞りましょう。

×ガラスの映り込みに注意
　カメラの角度を変えると、ほとんど解決します。

◎印象的に伝えたいときは、ドアップがいい

◎頑丈さ、実績、頼りがいは、見上げて撮る

◎全体の位置関係やサイズ感は、見下ろして撮る

◎�雰囲気を印象的に伝えるには、手前にピントを
合わせて背後をぼかす

アクセス埼玉 2022.12　特集
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12 ワンランクアップさせる撮り方テクニック
　実際に使えそうなテクニックも、いくつかご紹
介します。

◎�一方向から強い光（西日でも照明でも）を当て
ると、表面の材質など形状を伝えられる

◎シルエット（逆光）は、印象と形状を伝える

×背景と色がかぶるときは、場所をずらす ◎�雨上がりは地面も反射して、いつもと違うきれ
いさ

◎連続写真は、物語になる：ＳＮＳ向け

◎太陽の変わり目（夕暮れなど）は、感情を伝える

13 キラーアイテムも探そう
　写真にはできる限り、皆さんの会社や業種を伝
える衣装や専門道具を入れましょう。そろいの制
服や、必ずロゴマークを写真のどこかに入れて撮
るなど、工夫はできますね。

アクセス埼玉 2022.12　特集
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14 データ管理が大変
　たくさん撮って、その中からいいものを選ぶ。
これが“いい写真”を撮る確率を上げる方法です。
プロも常に大量に撮ります。１打席目からホーム
ランは打てないのです。
　しかし、これは大量の写真をどう管理するか、
という悩みも生みます。共有サーバーのこの場所
に入れておくなど、写真をどう管理・共有するか
決めておくと便利です。また、経験上、フォルダ
名は、＜半角数字で日付＋内容を日本語＞がいい
と思います。日付は、表記も統一しましょう（例：
「22.12.1」なのか「2022.12.01」なのか）。

15 加工テクニック
　写真は撮ったまま使うのではなく、少なからず
加工する必要があります。加工と聞くと難しく感
じるかもしれませんが、「加工＝調理」と考えると
イメージしやすいでしょう。
　買ってきたキャベツを一玉まるごとお皿に載せ
ても食べられません。刻んでソースをかけるだけ、
という簡単な調理もあれば、他の材料も使ってロ
ールキャベツに仕上げるような調理もあります。
調理にかかる手間も時間も、そして必要な道具も
幅があります。

　ここでは、よく使われる加工の例を挙げます。
知っていただきたいのは、「できること・できない
こと」の差です。

◎くすんだ写真を鮮やかにできる

◎斜めになったものを修正する

◎見えちゃいけない部分を消す

◎背景を切り抜く

キラーアイテムを使ったプロフィール写真の例

アクセス埼玉 2022.12　特集
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16 フリー素材との付き合い方 
　優れたフリー素材サイトがたくさんあります。
　「いらすとや」https://www.irasutoya.com
　「ぱくたそ」https://www.pakutaso.com
などはよく見かけます。ただ、使いすぎると個人
的には「楽をしている」とも感じます。ちょうど
いいものが見つかれば使う、その程度の付き合い
方がいいのかなと思います。

　その他よく聞かれる「ぼかし入れ・モザイクか
け」は、できる・できないがあるので注意しまし
ょう。そもそも、撮影の際に気をつけるのが基本
です。
　スマートフォンに備わっている機種・機能もあ
れば、アプリでないと難しいものもあります。
　無料の画像加工アプリは「GIMP」
　デザイン性を意識した加工には「CANVA」
が人気です。

17 今からすぐできること 
　今すぐ始められることを三つにまとめました。

（１）自分たちのキラーポイントを探す
　「うちの会社・製品・サービスのキラーポイン
トは何か」「どんなイメージを持ってほしいのか」
は、日頃から社内で話し合っておき、共有してお
くといいでしょう。もちろん、変化していっても
構いません。

（２）ベンチマークとなる企業を見つける
　“ いい写真 ” は、ゼロから考える必要はありま
せん。積極的に他社の事例をまねましょう。「何
を伝えようとして、どう撮っているのか」これを
話し合って、その撮り方をまねするわけです。そ
のためには、ベンチマークとなる企業を見つけ、
そのＳＮＳ発信などをチェックします。私がベン
チマークしている企業をいくつかご紹介するとこ
んな感じです。

・�ビクトリノックス（ナイフ）：道具を使う場面を
イメージさせる写真がうまい

・�モレスキン（ノート）：使い方を紹介しつつ、機
能やバリエーションを伝えるのがうまい

・�ヤマハ音楽教室：さまざまな年代の人々が、楽
しそうに教室に通い学んでいる様子が伝わる

（３）いい写真を見つけたらストックしておく
　担当者別に集めておき、打ち合わせで見せ合う
と効果的だと思います。もちろん、なぜいいと思
ったかを言語化しておきましょう。

18 最後に
　「どのカメラがいいのか」「いいアプリはあるの
か」「プロに頼めばいい」・・・これらの言葉・発
想は、上達の芽を摘み、結局余分なお金と手間を
使うことになります。
　何より大事なのは…
　■自社の方向性・好みは何か
　■キラーポイントは何か
　■それはどうすれば伝わるのか
を徹底して考えること。“いい写真”を使う人は、
ちゃんと考えているのです。

　“いい写真”とは、偶然撮れるものでもありま
せんし、プロなら撮ってくれる、というものでも
ありません。狙って狙ってバットを振り続けた中
から、ホームランは生まれるのです。

　見た目が特徴的なケーキがＳＮＳで人気が出た
り、面白い写真が撮れると評判な観光地が人であ
ふれたりする時代です。“映（ば）える”が主導権を
握っている今は、どんな写真を撮るかで、人の反
応が大きく変わる。

　皆さんがグッとくる写真には、必ず意味があり
ます。それを言語化し、まねるところから始めて
みてはいかがでしょうか。

アクセス埼玉 2022.12　特集
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　お客様の課題とゴールを結び付ける提案力が強
みの映像制作会社の山口社長に話を伺いました。
■貴社の概要について教えてください。
山口　もともとテレビ番組の制作ディレクターを
していました。前職ではｅラーニング教材の動画
コンテンツに携わり、その会社の映像制作の部門
を独立させる形で2008年、東京都新宿区にてウェ
ディング動画事業で創業し、14年目になります。
自宅があるさいたま市の浦和に2012年移転し、こ
の年、ドキュメント動画で企業のファンをつくり、
まちを活性化するという企業向け映像制作事業の
ビジネスプランで「さいたま市ニュービジネス大
賞」の審査委員特別賞を受賞することができまし
た。この受賞がきっかけで、生まれた新事業の一
つが製造業向けプロモーション動画です。これま
でのＢtoＣではなく、ＢtoＢとして企業に向けた
動画制作です。これをきっかけに自治体との取引
も始まり、さいたま市産業創造財団や埼玉県産業
振興公社、埼玉県ともつながるようになりました。
　10年前から企業向け動画制作を行っていますの
で、埼玉県内では先駆け的な会社です。一つ一つ
の作品を一生懸命、誠実に向き合ってつくってい

ます。そうすることで、見てくれている人に届き、
いい評判が広まっていき、今があります。事業を
続けていくことの尊さを学びました。
■動画づくりの内容について教えてください。
山口　単なる技術屋でなく、企業の課題を動画を
通して解決する企画・提案会社です。ホームペー
ジ制作などを行うさいたま市の㈱デジタルベリー
さんと動画制作の当社とで業務提携をしています。
　コロナ禍ですが、幸いにオンライン特需で売り
上げは順調です。コロナでこれまでのような企業
活動がままならない中、会社紹介動画や製品・商
品・サービスの紹介動画、人材採用動画をＷｅｂ
サイトへ掲載する企業が多くなっています。
　公社さんからの受託案件では、工場からのオン
ライン・ライブ配信ですね。コロナ前は当然リア
ルで数十人が見学していたわけですが、コロナで
できなくなり、テレビの生中継のようなスタイル
で工場紹介をします。これができる映像制作会社
はなかなかありません。「ここを、こうしましょう
よ」「そもそも何を見せたいんでしたか」と、投げ
かけや提案を行っています。動画はツールですの
で、課題を解決し、目指すゴールに向けて、どん

 株式会社チェリービー　代表取締役　山
や ま ぐ ち

口 正
ま さ と

人 氏

所 在 地　 さいたま市浦和区仲町1-3-9
 レインボービル302　
代 表 者　代表取締役　山口 正人 氏
事業内容　 動画の企画・提案・撮影・編集
資 本 金　300万円　　従業員数　8名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-762-7907
https://cherrybee.tv

株式会社チェリービー

山口社長（左）が主に営業・撮影を担当し、山口亜希子取締役（右）が構成・編集を担当

インタビュー

アクセス埼玉 2022.12　インタビュー
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なふうに見せればいいのかを提案することが私た
ちの役目です。オンライン工場見学の参加者から
は「リアルの大勢の工場見学よりも、カメラのア
ップで見ることができたので良かった」との声を
いただきました。
■貴社の強みや特徴について教えてください。
山口　お客様からは「動画といえばチェリービー」
と思われるようになっていて、「任せておけば大丈
夫」という品質と、技術力はもちろん、企画提案
力が強みです。当社はお客様の外部業者と思って
いなく、お客様の一員と思っていますので、いつ
も「一緒にいい動画をつくりましょう」と伝えて
います。それは、つまり「一緒に課題を解決しまし
ょう」ということです。この企業規模だからこそ
ですが、トップの社長の私が現場のディレクター
であり、現場の営業マンでもあります。すべてに
おいてスピード感があることも強みです。
　私たちが心掛けているのは、YouTubeやTikTok
のような数分で消費されていく動画の作り方では
なく、お客様の思いをくみ取り、きちんと人に届
ける動画の作り方です。思いを届ければ、きちん
と残ります。お客様の思いを動画というフィルタ

ーを通して具現化してあげるのが、われわれの仕
事です。そのために、お客様のことを知り、愛し、
一緒になってお客様の課題に向き合います。実は、
映像制作はお客様のことを学ぶデスクワークと、
お客様の「らしさ」を表現する編集の時間が大半
を占めています。その先には、「100年残る映像を
つくる」というビジョンにつながると信じています。
■今後の展開・抱負は。
山口　やりたいことはたくさんあります。一つは、
動画を通して地域を活性化していきたい。地域と
一緒に何かできればと思っていますし、地域の方
たちと一緒に番組をつくる地域メディアも考えて
います。
　二つ目は動画をつくるのではなく、動画がつく
れる人を育てていく教育事業もやりたいです。現
に、県内の高校などで、動画制作の授業を受け持
っています。スキルよりも何を伝えるか、何を表
現したいか、一番大事なものは何かなどを教えて
います。
　営利目的だけの会社ではなく、ＳＤＧｓ経営や
社会貢献する会社にしていき、世の中に多くの幸
せな人を創出していきます。

映像制作を通じてお客様の課題を解決し、社会貢献していく

お客様を学ぶことから始まる構成会議 プロフェッショナルな撮影チームを結成

テレビ埼玉のＣМも制作意見が交わされ映像は完成する 高校の授業で動画制作を教える

細部にまでこだわる編集

アクセス埼玉 2022.12　インタビュー
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社スタルジー https://stalgie.co.jp

東京都豊島区東池袋1-34-5
いちご東池袋ビル6階
TEL　050-5329-9143
資本金　500万円
従業員数　11名
■事業内容
　�○オウンドメディアの運営
　○�ウェブサイト、システム

受託　等

お客様の「価値観をアップデートする」お手伝いをします

株式会社宝製作所

入間市宮寺632-2
TEL　04-2934-1206
資本金　1,000万円
従業員数　14名
■事業内容
　�各種自動車部品・電気部品・
医療部品・ロボット部品・
精密機械部品・各種ボルト
ナット類の加工・各部品組
立等

感謝 一体感 成長
https://www.takara-ss.info

■「より早く、より安く、より確実に」
をモットーに、自動車部品、電気部
品、医療部品、ロボット部品、精密機
械部品、各種ボルトナット類の加工や
各部品組み立て等を行っています。丸
材から板材までの加工に対応していま
す。納期は迅速で特急品も対応可能で
す。また、ＳＤＧｓにも積極的に取り
組んでいます。月に一度、会社内でヨ
ガ教室を開催し、社員の健康促進に努
めています。2021年に埼玉県多様な働
き方実践企業の認定を受けました。

■オウンドメディア（ウェブサイト、
自社ブログ等）の立ち上げから、広告
収入に頼らず収益化できる運営手法に
ついてお伝えするところまでのサポー
トを行っています。また、ＳＥＯ施策
を日々研究していますので、ＳＥＯ対
策についてもお手伝いできます。サイ
トやシステムに訪れる方が本当に求め
ているものを発掘し、それに応えられ
るソリューションの制作については多
くの実績がありますので、お気軽にお
問い合わせください。

メディカルスペース株式会社 https://medical-space.jp

入間郡三芳町上富550-1
TEL　049-259-6921
資本金　5,000万円
従業員数　105名
■事業内容

化粧品、医薬部外品、動
物用医薬部外品の企画製
造、化粧品等のＯＥＭ事
業全般

常に最新の技術と国内外の原料を用いたオンリーワンスペシャルコスメを提供
■1991年の創業以来、化粧品、医薬部
外品、動物用医薬部外品などの業務用
からパーソナルユースまで、多種多様
な製品をＯＥＭ（相手先ブランドによ
る生産）供給しています。豊富な実績
により培ってきた技術やノウハウを活
用して、お客様のニーズに合った高品
質の化粧品を企画開発から原料調達、
混合、充

じゅうてん

填、包装、出荷までを一貫体
制・ワンストップでサポートしていま
す。小ロットのご要望にもお応えしま
すので、お気軽にお問い合わせくださ
い。

アクセス埼玉 2022.12　公社会員紹介
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社秩父イワサキ https://chichibu.iwasaki.co.jp

秩父郡長瀞町岩田770
TEL　0494-66-1566
資本金　5,000万円
従業員数　67名
■事業内容
　�ハロゲンランプの開発設
計・製造販売、樹脂成形部
品の製造・塗装・蒸着・販
売、LEDランプの仕入販売、
HIDランプの製造販売

光テクノロジーを通して豊かな社会と環境を創造する
■1985年、岩崎電気のランプ量産工場
として誕生し、長瀞の豊かな自然環境
に恵まれた中で、地球環境にやさしい
製品を提供しています。高品質のハロ
ゲンランプをスピーディーかつ低コス
トにて提供可能です。改良を重ねた設
計、熟練された製造、徹底した管理設
備で、あらゆる相談が可能です。樹脂
成形については、成形から塗装・蒸着
まで一貫した設備にて高品質を維持し
ていますので、お気軽に相談ください。

株式会社テレビ埼玉 https://www.teletama.jp

さいたま市浦和区常盤6-36-4
TEL　048-824-3131
資本金　15億円
従業員数　67名
■事業内容
　�放送法による基幹放送事業
放送番組の企画・制作・イ
ンターネット配信および販
売　他

放送や事業活動で、県内のＳＤＧｓを推進
■埼玉県域のテレビ局として、放送お
よび事業活動を通じて、持続的な開発
目標（ＳＤＧｓ）達成に向けた取り組
みを推進しています。その取り組みの
一つ「テレ玉ＳＤＧｓ推進キャンペー
ン」は、県内企業が取り組むＳＤＧｓ
に関する活動をキャンペーンＣＭとし
て放送し、視聴者に各企業の取り組み
を知っていただくサポートをしていま
す。また、キャンペーンＣＭ協賛金の
一部を、埼玉県のＳＤＧｓ関連基金へ
寄附を行っています。

アクセス埼玉 2022.12　公社会員紹介

有限会社秀和工業 https://www.shuuwa-kogyo-1977.com

狭山市柏原228-1
TEL　04-2952-9093
資本金　300万円
従業員数　10名
■事業内容
　�〇省力機械、設計製作
　〇自動供給装置
　〇自動検査装置
　〇治工具設計製作
　〇精密部品加工
　〇小水力発電機

精密部品加工や各種自動機械の設計製作を行っています
■創業35年。さまざまな金属および樹
脂分野において、機械加工業をメイン
とした生産・製造・組み立てを行って
います。例えば、新幹線の車両連結部
分の重要部品は10年をかけて構築した
加工技術で、世界中の幹線車両にも採
用されています。また、小水力発電機
の設計製作も手掛けています。これま
で培ってきた経験やスキルを生かし、
短納期、低コスト、高品質を武器にお
客様のニーズに応え、いろいろな形で
社会に貢献していきます。

加熱用ハロゲンランプ

樹脂部品（レンズ）

照明用ハロゲンランプ

LED用前面グローブ
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「シリンダヘッドガスケット」
あらゆるエンジン設計に適切なシー
リングシステムを提供

「シールドシステム」
排気系の部品から周辺部品の熱害を防止

「樹脂製品」
３次元的な溶着断面でコンタミレス・
バリレス溶着の開発に力を入れている

所 在 地　比企郡小川町高谷2452-17
代 表 者　代表取締役社長　尾朝�雷太�氏
事業内容　自動車部品の製造・販売
資 本 金　9,900万円　　従業員数　170名
Ｔ Ｅ Ｌ　0493-71-5777
https://www.elringklinger.jp

 エルリングクリンガー・マルサン株式会社
企業紹介 

◆総合的な車両ソリューションを見据えて
　自動車産業の基幹を支えるエンジン部品、シリ
ンダヘッドガスケットなどの開発、製造、販売で、
1948年に創業しました。1991年に株式会社マルサ
ンに社名変更、2008年には世界に40以上の拠点を
持つエルリングクリンガー社と資本提携し、現社
名となりました。日本国内に製造、開発、営業拠
点を設けるとともに、日系顧客のグローバルな活
動に対応しています。2012年にインドネシア、2013
年にタイにも拠点を持ち、現地生産および納入体
制を整えています。
　専門ノウハウを豊富に蓄積した製品開発や量産
品提供パートナーとして、常に総合的な車両ソリ
ューションを見据えています。
◆さまざまな国内メーカーへ部品提供
　シリンダヘッドガスケット、特殊ガスケット、
樹脂製軽量パーツシールドシステム、トランスミ
ッションオイル循環パイプなどの自動車部品の開
発・提供を行っています。車両パーツは主に国内
の自動車メーカーおよび部品メーカーに幅広く採
用されています。内燃機関あるいはエレクトロモ
ビリティを問わず、高度な技術力が求められる駆
動方式に対応し、開発・製品化できます。特に主

要製品であるシリンダヘッドガスケットは、最新
エンジンにおいて効率的で安全かつ経済性を実現
する重要部品で、燃焼ガスやクーラントおよびオ
イルを確実にシーリングします。乗用車・商用車
を問わず、金属やエラストマー複合材によるシリ
ンダヘッドガスケットはあらゆるエンジン設計に
適切なシーリングシステムを提供します。
◆グリーンテクノロジーへの取り組み
　環境保護や社会的責務を考慮した事業展開によ
って長期的な経済成果を確保することがエルリン
グクリンガーグループの企業文化です。すべての
事業分野においてサステナビリティ原則を徹底し
た製品で、ＣＯ２削減に貢献しています。
　エルリングクリンガー社では燃料電池の開発・
量産も行っており、そのノウハウを生かして同社
でも国内メーカー向けに燃料電池の試作開発を提
案しています。
　製品開発や脱炭素化などを推進するために、４
年前から課題ごとにプロジェクトチームをつくり、
課題解決に取り組んでいます。相互尊重の国際的
なチームワークを生かし、燃料電池などの脱炭素
化に向けた取り組み、ＣＯ２削減など、グリーン
テクノロジーにも積極的に取り組んでいます。
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「「戦戦略略」」策策定定のの手手順順

①コアコンピタンスを検討する

（他者にない強み）

②ドメインを決める

（他者と争う場所）

③シナリオ化

（何を、誰に、どのような方法で、どれだけ売るか）

＋

アクセス埼玉 2022.12　営業管理の極意

「実績が伸びる＆担当が育つ」営業管理の極意

株式会社スタジオ 02　代表取締役　大関暁夫

第９回　営業戦略策定の基本～その１　営業戦略とは何は何かか戦略とは略第９回　営業戦略策定の基本～その１　営業戦略とは何か

「戦略」は目標達成に向けた海図
　今回は営業管理者が押さえるべき、営業戦略の立
て方の基本についてお話しします。営業戦略という
と何やら難しいと考えて、中小企業には無縁なもの
と思ってはいないでしょうか。戦略は目標を達成す
るための道筋であり、それなくして営業部門を引っ
張っていく管理者は、海図を持たずに航海に出る船
長と同じです。目的地にたどり着かないどころか、
途中で難破してしまいかねないことであると、認識
してください。
　まず「戦略」とは何であるかですが、一言で申し
上げると「目指す姿（目標）と現状のギャップを埋
める施策」です。これを営業の現場に転用すると、
「期初の実績０の状態から、どのような取り組みを
して目標達成を実現するか」ということになるので
す。すなわち、「今期の営業戦略」を立てることは、
「今期は何を誰に対してどのように売ることで、目
標達成を実現するか」を決めることなのです。
どの武器でどこを主戦場とするか決める
　「戦略」策定は、基本的に三つのステップで行い
ます。それは、「コアコンピタンスの検討」「ドメイ
ンの決定」「戦略シナリオの策定」です。順を追って
説明します。
　コアコンピタンスとは自社の強みのことですが、
単なる強みではなく他者にはない強みのことを言い
ます。考え方として、自社の技術やサービスや組織
特性で、①対競合他社で考えて差別的優位性を持っ
ているもの、②顧客目線で見たときに十分なベネフ
ィットを感じさせるもの、③自社が関わる市場にお
いて大きなインパクトがあるもの、は何かという視
点で考えてみるのがいいでしょう。
　ドメインは、自社が主戦場とすべきビジネス領域
のことです。企業活動では出たとこ勝負でやみくも
に営業を展開するのではなく、ある程度ターゲット
を絞り込んで投下していくことが重要です。特に経
営資源が限られている中小企業の場合は、この絞り
込みは重要ポイントでもあります。ドメインを検討

する際には、①戦う市場を決める、②狙うターゲッ
トエリアを絞り込む、③狙う業種や顧客層を絞り込
む、などの考え方でビジネス領域を明確化するのが
いいでしょう。コアコンピタンスとドメインを決め
ることは、何を主な武器として持ち、どこで戦うか
ということなのです。
　コアコンピタンスの検討およびドメインの決定に
際しては、社内の皆で意見を出し合って議論をする
ことが有益です。特にコアコンピタンスに関しては、
立場が違う社員が感じる強みの意見を出し合うこと
で、隠れた強みに気が付かされることが間々ありま
す。ドメインに関しては、営業担当それぞれの意見
を聞いて議論して決めたいところです。現場で顧客
の反応に直接触れている営業担当者こそ、今攻める
べき領域を最もよく知っているからです。
シナリオ化の第一歩は４Ｐを決めること
　コアコンピタンスとドメインが決まったら、今度
はそれを使って、戦略のシナリオ化を行います。シ
ナリオ化も決して難しいものではなく、「何を」「誰
に」「どのように」売るか、を考えるということです。
まずシナリオ化の第一歩として、マーケティングの
「４Ｐ」をしっかり決める必要があります。どの「製
品（Product）」を主力として、競合を勘案したどの
程度の「価格（Price）」で、どのような「流通（Place）」
ルートを使い、どのような「告知活動（Promotion）」
で営業をかけていくのかを決めるのです。
　具体的なシナリオ化の手法については、次回中小
企業でも簡単にできるＳＷＯＴ分析を使ったシナリ
オ化を紹介します。
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　工業化の初期の頃はまだモノが十分に行き届いて
おらず、つくったモノはすべて売れてしまいプロダ
クトアウトと呼ばれていました。日本の製造業は、
「現場」で「現物」を観察して「現実」をしっかり
踏まえた三現主義で、高品質のモノを効率的に生産
する日本独自のＱＣサークル活動（小集団改善活動）
を生み出しました。その結果、少品種大量生産で高
品質の製品を生み出すモノづくりで日本の工業化を
支えました。
　その後、競争が激しくなり、お客様のご要望に応
えようと多くの企業が品種を増やし、作り方・売り
方が複雑になりました。この時代はマーケットイン
と呼ばれました。日本ではカンバン生産という画期
的な生産方式が生み出され、在庫を多く持たずに多
品種を生産しリードタイムを短縮するという、新た
なカイゼンの道が生まれました。�
　しかし、その時代はさらに変化して、本当に欲し
いモノでなければ、どんなに品質が良くても、どん
なに安くても、売れない時代になりつつあり、ユー
ザーインとも呼ばれ始めています。製造業であって
も、これまで力を入れてきた�Ｑ・Ｃ・Ｄ（品質・コ
スト・納期）をテーマの中心とする改善だけでは不
十分です。お客様が何を望んでいるのかを調べて、
自分たちで商品やサービスの開発、マーケットの開
拓などをすることが求められる時代です。これから
は、会社のすべての人たちがお客様の情報とモノづ
くりの情報をベースに、自分たちでお客様とのつな
がりを新たにつくっていく時代になるのです。
　それではこれから来るそのような時代に、モノづ
くりの私たちはどう対応するかについて、花の生産
や販売を例にして考えてみたいと思います。
　花をつくって売ろうとするとき、ある人は安くし
ないと売れないだろうと考えて、コストダウンを狙
った大量生産を始めるでしょう。
　一方で、珍しい花を栽培すれば希少価値があるの
でもっと高く売れると考える人や、これまでにない
新種を開発することに挑戦して、大きくもうけたい

と考える人もいるでしょう。ただし、そのようなこ
とには高い技術力や多大なお金がかかり、すべての
人ができることではありませんので、これまでの大
量生産で生産性を上げるなどのコストダウンで「100
本まとめていくら」の花づくりをする人は多いので
はないかと思います。
　しかし、これはモノをつくることにだけ目が向い
ている一方的な考え方です。モノをつくるだけだと
見えない大切なことがあります。それは、お客様は
どのよう生活スタイルをしていて、どのような形の
花を望んでいるかといったお客様からの視点です。
　たった一本の普通の花でも、きれいにラッピング
してリボンを結べば、手作りの心がこもった特別な
商品が出来上がります。花束だけでなく、最初から
籠や陶器のような入れ物にあらかじめデザインされ
て入れられたアレンジメントなど、お客様が喜ぶい
ろいろな売り方があります。花屋さんは全国にたく
さんあり、そしてその先にはもっとたくさんのお客
様がいます。あるいは今はＳＮＳを使って直接にお
客様に売ることもできる時代です。
　従来のお客様は流通業者であったかもしれません
が、消費者が花を買う、花をプレゼントされたお客
様を見て、製品を機能品質でなく、魅力品質で考え
ることにチャレンジすることが大切です。
　これまで培ってきたモノづくりの改善力をベース
に、お客様目線で本当に望まれている商品を創り出
すところまでカイゼンの範囲を広げましょう。

もうかるメーカー改善の急所

株式会社柿内幸夫技術士事務所　所長　柿内幸夫

第９第 急所急所９回　９回９第９ 88888888 8888 価値 け ントけるるるヒンントるるるヒンンる ンン値値を付け値を付けけ値を価値値値付加加価値価値値値付付加第９回　急所 88 付加価値を付けるヒント

今月の言葉　花をつくって売るには、安く大量につ
くるだけが方法ではない。
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○ＡＳＥＡＮのゲートウェイ
　シンガポールをターゲットとした事業実施
　ジェトロ千葉・埼玉では、千葉銀行、武蔵野銀行
の協力の下、９月19～30日の期間、多くの富裕層が
集まり、日本食品の輸出先として注目を集めるシン
ガポールをターゲットとした「サンプルショールー
ム事業」を実施しました。シンガポール国内に「千
葉・埼玉県産食品サンプルショールーム」を設置。
現地バイヤーを誘致して商品紹介を行い、バイヤー
とのオンライン商談につなげるため、ジェトロ埼玉
の職員もシンガポール現地へ赴きました。
○シンガポールの食品事情
　バイヤーから「日本の食品は品質が高く、味もお
いしい。しかし、パッケージなどのブランディング
が弱くもったいない」との声をいただきました。パ
ッと見て、商品名・企業名・調理方法・ハラル認証
の有無・分量などが分かるものは現地の人も目につ
きやすく、手に取ってもらいやすいとのこと。シン
ガポールでは、世界各国の食材、調味料、飲料など
が出回っています。そのため価格競争にとらわれな
い戦略のためにも、その製品ならではの大事な特徴
を分かりやすく、効果的に伝える差別化の必要性を
強く実感しました。「シンガポールでは日本のスイー
ツが人気」とのことで、サンプルショールームでも
ワッフルやゼリーなどが好評で、ゼリーでも一般的
な味ではなく、カボスを使用した珍しいものなどが
バイヤーの関心を集めていました。
○日本製工芸品のポップアップストア SUPERMAMA
　ジェトロではデザイン性などに優れた日本各地の
工芸品の輸出をサポートする「TAKUMI NEXT事業」を

展開しており、2022年度は埼玉県内から８社を採択。
事業参加者の一部が出展するポップアップストア
（期間限定で開設されるショップ）SUPERMAMAが９月
16日～11月15日、シンガポール国立博物館内で展開
されました。博物館とあって物静かな雰囲気かと思
いきや多くの人が訪れ、日本の文具や手ぬぐい、お
皿など、日本各地の魅力的な工芸品に出合うことが
できる場として、にぎわいを見せていました。

◇
　シンガポールは多民族国家で、大衆的な商品から
こだわりの逸品までジャンルを問わず、たくさんの
商品が流通しています。輸出規制は商品によるもの
の、それほどハードルは高くないため、シンガポー
ルへの輸出を検討される企業も多くいます。その中
で、特に日本の食品の良さとして、クオリティの高
さや安全性などの魅力を惜しみなく伝えるためにも、
誰をターゲットとし、どんな印象を与えて購買意欲
に結び付けたいかなどを想定したブランディング戦
略が必須になると感じました。

海外ビジネスについてのご相談はお気軽に
ジェトロ埼玉まで！　ＴＥＬ 048－650－2522

千葉・埼玉発シンガポールの食品市場を狙え！千葉・埼玉発シンガポールの食品市場を狙え！
～食品・飲料サンプルショールーム事業～～食品・飲料サンプルショールーム事業～

ジェトロ埼玉便り

シンガポール国立博物館ポップアップストアSUPERMAMA
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RAC Human
http://rachuman.com    Email:info@rachuman.com
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ＡＡＡＡ 　買い手の留意点（仕入税額控除の要件）
１　一定の事項を記載した記帳および適格

請求書などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件
となります。ただし、課税期間の末日の翌日から２
月を経過した日から７年間保存する必要があります。
また、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事
業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として
仕入税額控除の適用を受けることはできません。
　ただし、一定の期間は、一定の要件の下、仕入税
額相当額の一定割合を、仕入税額として控除できる
経過措置が設けられています。
２　保存が必要となる請求書等の範囲としては、仕
入税額控除の要件として保存が必要となる請求書等
には、以下のものが含まれます。
①売り手が交付する適格請求書または適格簡易請求書
②買い手が作成する仕入明細書等
　（課税仕入れの相手方（売り手）において課税資
産の譲渡等に該当するもので、適格請求書の記載事
項が記載されており、課税仕入れの相手方（売り手）
の確認を受けたものに限ります。）
③卸売市場において委託を受けて卸売りの業務とし
て行われる生鮮食料品等の譲渡および農業協同組合
等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、
委託者から交付を受ける一定の書類
④①から③の書類に係る電磁的記録
３　帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
　適格請求書などの請求書等の交付を受けることが
困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控
除が認められます。
①適格請求書の交付義務が免除される「交付義務の

免除」に掲げる取引
②適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除きま
す）を満たす入場券等が使用の際に回収される取引
③古物営業、質屋または宅地建物取引業を営む事業
者が適格請求書発行事業者でない者から、古物、質
物または建物を当該事業者の棚卸資産として取得す
る取引
④適格請求書発行事業者でない者から再生資源また
は再生部品を棚卸資産として購入する取引
⑤従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅
費、宿泊費、日当および通勤手当等に係る課税仕入れ
４　その他の現行（区分記載請求書等保存方式）と
の相違点
　現行においては、「３万円未満の課税仕入れ」およ
び「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむ
を得ない理由があるとき」は、一定の事項を記載し
た帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旨が
記載されていますが、適格請求書等保存方式の開始
後は、これらの規定は廃止されます。
　現行では、仕入先から交付された請求書等に「軽
減税率の対象品目である旨」や「税率ごとに区分し
て合計した税込対価の額」の記載がないときは、こ
れらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、
その取引の事実に基づき追記することができますが、
適格請求書等保存方式の開始後は、このような追記
をすることはできません。
　また、簡易課税制度を選択している場合、課税売
上高から納付する消費税額を計算することから、適
格請求書などの請求書等の保存は、仕入税額控除の
要件とはなりません。

インボイス制度　買い手の留意点（仕入税額控除の要件）インボイス制度　買い手の留意点（仕入税額控除の要件）
　令和５年10月１日から始まるインボイス制度について、買い手の留意点として適格請求書（インボイス）等の　令和５年10月１日から始まるインボイス制度について、買い手の留意点として適格請求書（インボイス）等の
保存と仕入税額控除の要件などを教えてください。保存と仕入税額控除の要件などを教えてください。

Q

税金　知識税金　知識
これだけは知りたい！これだけは知りたい！

のの Q&AQ&A 税理士・行政書士　税理士・行政書士　
元元 文京学院大学講師　野口邦雄文京学院大学講師　野口邦雄
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　時代に合ったマネージャーとは何か、また、企業
として社員をどうサポートしていくのかを事例を交
えながら具体的な取組手法をご紹介いたします。
日時 12/8(木)14:00～16:00 ZoomによるWeb配信
内容 ①部下がなかなか育たないという前に
　　 　～人材育成マネジメント～
　　 　・部下育成で苦労していませんか
　　 　・人を育てる「熱意？」「根性？」「技術？」
　　 　・世の中の動きと働き方改革
　　 ②イクボスを目指す
　　 　・イクボスとは、やるべきこと
　　 　・こんな時どうする
　　 ③リコージャパン(株)の社内紹介
　　 　（実践オンラインリモートツアー）
講師 リコージャパン(株)　埼玉支社　事業戦略部

プロモーションＧ　高橋 圭二 氏
定員 50名　　費用 会員無料　一般2,100円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　(独)中小企業基盤整備機構 関東本部 中小機構ア
ドバイザーの日景 聡 氏を講師に迎え、中小企業に
おけるＳＤＧｓ活用メリットや導入上のポイント、
経営に役立つ最新情報を分かりやすくお伝えします。
　また、無料相談会（予約制２社）を実施し、直接
お悩みにお応えします。
日時 12/12(月) 14:00～16:30
　　 　（相談会 15:50～16:30）
会場 新都心ビジネスプラザ　４階会議室
　　 （さいたま市中央区）
内容 （第１部）講演 14:00～15:50
　　 「中小企業だからこそＳＤＧｓ」
　　 ～活用メリットと取り組み方～
　　 （第２部）無料相談会（予約制）
対象  県内中小企業の経営者、経営幹部、ＳＤＧｓ

に関心のある方、初級レベル
定員 30名　　費用 無料
問合せ先　公社　人材・ＩＣＴ支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０７５

公社
情報

公社
情報

　公社では、中小企業の皆様が抱えるさまざまな問
題・課題解決を皆様の立場に立って解決するため、
経営、技術等に精通した公社登録支援専門家を派遣
します。専門家派遣事業が今年度から一部刷新され、
県内中小企業の皆様に利用しやすいようにリニュー
アルしました。
■ 申請企業が支援専門家を指名することができるよ

うになりました。
■ １回当たり２時間、１日２回（４時間）まで利用

が可能となりました。
■ 企業の負担額を減額（１回当たり10,000円）しま

した。
対 象 者 県内に事業所を有する中小企業
支援方法 訪問による支援
　　　　 ※オンラインで実施する場合もあります。
支援回数 年度内最大８回（支援テーマによる）
派遣時間 １回当たり２時間１日２回（４時間)まで

公社
情報

企業・支援専門家・公社が一体
となって問題・課題の解決に
取り組む「専門家派遣事業」
https://www.saitama-j.or.jp/kikaku/senmonka

【Web配信】会員優待セミナー
ダイバーシティ時代の人材育成
マネジメントセミナー
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/22kse

第１回ＳＤＧｓセミナー
今さら聞けないＳＤＧｓ
「中小企業だからこそＳＤＧｓ」　
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/sdgs1

テーマ例 不良品の削減、加工技術の向上
　 　　　設備の稼働率向上、生産計画の作成
　 　　　納期の短縮、在庫管理
　 　　　営業部門の強化、衛生管理体制の構築
　 　　　販売戦略立案、５Ｓ・ＱＣ手法の習得
費　用 １回当たり10,000円
※ 上記ホームページで、支援専門家をご覧いただ

けます。
問合せ先　公社　経営支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８５

相
談
内
容
を
確
認

受付の流れ 派遣の流れ（例）
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企業の皆様へホットな話題を提供！
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

　生まれ育った飯能は大自然に囲まれて豊富な森林が
至る所にあります。大好きなこの地で事業を通して飯
能へ貢献をしたいという気持ちが強く、飯能市、飯能
商工会議所、埼玉県、そして創業・ベンチャー支援セ
ンター埼玉など、多くの方に支援していただき、2019
年 10 月に K

コ フ カ

OFKAをオープンしました。

創業のきっかけは？

　飯能は良質なスギやヒノキの生育に適しており、銘
木「西川材」の産地として江戸時代から多くの木材を
生産してきました。その西川材を使用した木製品の企
画・開発・プロデュースおよび飯能土産品の展示販売
を主に行っています。具体的には西川材を使用した学
校机ひのき天板の製作販売や、木製品・陶器・食料品
といった飯能土産のアンテナショップ「KOFKA」の
運営、レジンテーブル・椅子といったオーダー家具の
製造販売等を行っています。リフォーム相談や移住者
の移住相談も行っております。また地元のイベントプ
ロデュースも行っており、「西川材」と「飯能市」の
魅力を発信する活動も積極的に関わっています。

事業内容は？

　地域の未来を支える小学生や中学生が木材に触れる
機会を増やす活動もしています。森林文化都市として注
目されている飯能を、全国の方々にさらに知っていただ
けるよう、飯能市とも協力して森の大切さを伝え、国
産木材の利用促進にも関わっていきたいと思っています。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

人とコンピュータを
つなぐもの、でありたい。

OUTSOURCING SERVICES

www.nitto-tech.co.jp

詳細は弊社営業
または下記URLをご参照ください

埼⽟県所沢市⻄所沢1-14-14
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 株式会社 KOFKA

西武池袋線飯能駅、西武池袋線・ＪＲ八高線東飯能
駅から徒歩8分　
平日9:00～15:00、日曜・祝日8:00～18:00、土曜日定休日

飯能市の地域資源である西川材を使用した
木工芸品をはじめ、飯能の土産物を販売

西川材を使用した学校机を多くの学校に導入

アクセス埼玉 2022.12　創業者紹介

岡本 恒介 さん

岡本 恒介（おかもと こうすけ）さん (41)

　地元飯能で生まれ育ち、友達や知人が多く、休みの日
には飯能の大自然のもとでアウトドア全般を楽しんでい
る。地元のイベント等で知り合う方も多く、多くの出会
いを大切にしている。

株式会社KOFKA　https://kofka.co.jp
　飯能市八幡町市5-4-102
　創　　業　2019年９月 TEL　042-983-4366
　資 本 金　100万円　　従業員数　７名
　事業内容　 飯能市の特産品「西川材」を使った木工製

品、工芸品の展示販売など
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地域の素材を生かした熊谷唯一の地酒蔵
　江戸末期の嘉永３年（1850 年）の創業以来、170 年
以上、伝統を受け継ぎながらも改良を加え、丁寧な手づ
くりを続けている。酒米は、熊谷市酒米栽培研究会で生
産された熊谷産の「さけ武蔵」を主に、酵母も「埼玉酵母」
を使用するなど、地元にこだわった酒づくりをしている。
　仕込んだもろみのすべてを「槽

ふな

掛
が

け」で搾る昔ながら
の製法と、令和元年からはＩｏＴ技術を活用し、仕込み
期間中の温度を自動計測、管理するなど、これまで受け
継がれてきた経験と勘に、最新技術を融合させている。
　「権田の酒は冷やも燗

かん

もおいしい」と日本酒の愛好家
からも評判の熊谷唯一の地酒蔵である。

熊谷の酒 直実（なおざね）
　代表銘柄は、平安・鎌倉期に武将・僧侶として活躍し
た郷土の英雄である熊

くまがい

谷次
じ ろ う

郎直
なおざね

実から名付けた「直実」。
仕込み水は、ミネラル分が豊富な秩父山系荒川の伏流水
を使用。酒米・さけ武蔵の特徴である「うま味が強くコ
クのある味わい」を引き出している。
　今の時期に特にお勧めする「直実 特別純米しぼりたて」
は、辛口でうま味のあるシャープな味わい。同じく「直
実 蔵出し生酒しぼりたて」は、ふくよかでまろやかな味
わいが特徴。ともに、食事と合わせて楽しみたい「食を
豊かにする食中酒」として最適である。
　この他、直実の幼名から名付けた、笹濁りのままのし
ぼりたて原酒「弓矢丸（ゆみやまる）」など、新たな味わ
いの創出にも積極的にチャレンジし続けている。

権田酒造株式会社
https://www.gondasyuzou.com

熊谷市三ヶ尻1491　Tel 048-532-3611
代表者　代表取締役社長　権田 清志 氏
創業 1850年　資本金 1,000万円　従業員数 7名
事業内容　酒類製造および販売
購入方法　八木橋百貨店、市内スーパー、酒販店など
蔵に売店を併設　営業時間9:00 ～ 18:30（日曜、祝日定休）
オンラインショップでも商品を購入することができます。
　https://www.sake-japanese.shop

● 読者プレゼント！　
　権田酒造の「直実 特別純米しぼりたてと蔵出し生酒しぼ
りたて」をセットにして３名様にプレゼントいたします。
応募は、本コーナーの感想などを添えて、「企業名、所在地、
役職・氏名、電話番号、直実希望」を記載の上、
so-dan@saitama-j.or.jp 宛てメール、または、右のＱＲ
コードから 12 月 20 日 ( 火 ) までに、ご応募ください。
　当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
●公社会員も絶賛募集中！　　埼玉県産業振興公社　会員　で検索

　若き杜
と う じ

氏でもある専務の権田直仁さん（写真右）と弟の拓弥さん。苦労して
つくるからこそ、酒づくりにはロマンがある。兄弟で力を合わせて、力強く、
潔い「武士のようなお酒」をつくっていきたいと話す。

麹づくりは酒づくりで最も重要な作業
熟成したもろみを酒袋に採って槽

ふね

と呼ばれる圧搾機に平らに並べる
「槽掛け」の様子

● 一般社団法人埼玉県物産観光協会の紹介
　一般社団法人埼玉県物産観光協会は、日々新しく生まれ
る魅力的な県産品や生産者の思いを『SAITAMA BRAND』
として発信し、多くの皆様に知っていただきたく、「埼玉
県新商品 AWARD」を立ち上げました。埼玉県の生産者が
技術と伝統、土地の恵みを生かして開発した素晴らしい商
品をご覧ください。
https://chocotabi-saitama.jp/award
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